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１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績　　　　　　　　　 （百万円未満切り捨て） 

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 580 (△44.4) △55 (－) △48 (－)

17年９月中間期 1,044 (△58.0) 16 (－) 27 (－)

18年３月期 3,990 204 225

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 △43 (－) △1 16 － －

17年９月中間期 △653 (－) △19 59 － －

18年３月期 △474 △14 04 － －
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数 18年９月中間期 36,980,911株 17年９月中間期 33,364,084株 18年３月期 33,794,516株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）財政状態 （百万円未満切り捨て） 

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 2,349 1,834 77.2 47 53

17年９月中間期 1,802 957 53.1 28 71

18年３月期 1,979 1,430 72.3 40 34
（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 38,160,702株 17年９月中間期 33,362,116株 18年３月期 35,462,316株

②期末自己株式数 18年９月中間期 116,155株 17年９月中間期 111,170株 18年３月期 114,541株

(3）キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切り捨て） 

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 △121 △275 486 222

17年９月中間期 △400 △278 △18 78

18年３月期 △112 △498 △31 132

 

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 経常利益 当期利益

百万円 百万円 百万円

通期 3,100 230 220

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　5 円77　銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 － － －

19年３月期（実績） － － －

19年３月期（予想） － － －

 

※　上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後さまざま

な要因によって予想値と異なる場合があります。

－ 1 －



１．企業集団の状況
 　　　 当社は、企業集団を構成する重要な関係会社が存在しないため記載を省略しております。

２．経営方針
（1）会社の経営の基本方針

当社は「心から」、「心を込めて」、「心をつくして」のサービス提供、商品開発をモットーに、子供から

大人までの全ての人を対象に娯楽＝「エンターテインメント」を提供し、心豊かな社会作りに貢献することを

目指しており、その経営理念は『ＨＥＡＲＴ（心）』です。

  『ＨＥＡＲＴ（心）』を構成する一つ一つの文字は、当社が成長するうえで最も大切にしている五つの要素

を表しており、ユーザー、株主の皆様、そして当社に係わる総ての人・企業、地域社会との繋がりを大切にす

る精神を表しております。　 　

Ｈ： HAPPY …………………… 幸せ

Ｅ： EXCITING………………… 感動的、刺激的

Ａ： ACTIVE…………………… 活動的

Ｒ： REAL……………………… 本物

Ｔ： TRUST …………………… 信頼、信用

これらの『ＨＥＡＲＴ（心）』に込めた五つの想いを日々実践していくことこそが社会的責任を全うするも

のであり、私達ＣＷＥに課せられた使命として事業経営に邁進してまいります。

  この経営理念を達成するための基本的な活動基本方針は次の通りです。

　　(1) CWEは、ステークホルダーの利益確保を第一とし、礼節に富み、信頼性の高い行動に努めてまいります。

　　(2) CWEは、法令、社内諸規程を遵守し、公明正大な行動に努めてまいります。

　　(3) CWEは、自然環境、社会環境に優しい高機能・高品質を有する安全性の高い製品を提供してまいります。

　　(4) CWEは、一人一人が自己研鑽と全社のスキルアップに努め、プロ集団化を目指してまいります。

　　(5) CWEは、５Ｓ運動、ＰＤＣＡサイクル活動を励行し、働き易く、明るい職場環境作りをしてまいります。

　　(6) CWEは、企業情報の積極的開示を行い、透明性の高い事業経営に努めてまいります。

以上の活動基本方針をミッションとして捉え、企業価値の創造と企業倫理の高揚に結びつく事業経営に全社

一丸となって邁進してまいります。

（2）利益配分に関する基本方針

当社は株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして捉え、株主の皆様からの負託に応えられる経

営基盤の構築が公開企業としての責務と考えております。

  前期は、経営組織や事業の再編・見直し等の実施効果により、それまで連続して営業損失並びに経常損失を

計上しておりました経営体質から利益を確保できる事業経営体制へと変革を遂げることができましたが、当中

間期は、経営施策の一部が上期から下期へとずれ込んだことなどにより経営成果として得ることができません

でした。しかしながら通期としては当中間期の損失を下半期が担保し、さらに利益を確保できる見通しである

など、株主に対する利益還元を見据えた事業経営に明るい兆しを見せております。

  今後につきましては全社一丸となって既存事業の発展拡大、新規事業への参入等を積極的に為し、経営基盤

の強化に努め、安定的且つ継続的な利益還元ができる経営体制を構築してまいる所存です。

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、健全な経営基盤の構築と将来性に富んだ実現性の高い事業を推進することが企業価値をより高め、

株式市場における流動性を推進して投資家の市場への参加を促し、結果、当社の安定株主の確保に繋がるもの

と認識しております。

  しかしながら当社の株式の価額は、株式会社ジャスダック証券取引所で投資単位の引下げの目安として提示

されている「50万円」を下回る価額で推移している状況にあるため、当社は一単元の株式を1,000株としており

ます。

  従いまして、現時点においては投資単位の引下げに対する具体的な方策等は定めておりませんが、事業経営

の安定化の推進と共に株価の動向等を勘案しつつ、検討を重ねてまいります。　

（4）目標とする経営指標

当社は、継続的な事業の拡大を通じて企業価値を向上していくことを経営の目標としています。経営指標と

しては、事業の収益力を表す営業利益および営業キャッシュ・フローを重視し、これらの拡大を目指していま

す。
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（5）中長期的な経営戦略

版権ビジネスを主たる事業目的とする当社にとって、膨大な情報量を有し、その情報は一般家庭生活はもと

より企業活動にも深く浸透し無限の広がりを見せているインターネット及びモバイルサイトは、今後も順調に

伸張していくものと思われ、版権ビジネスの拡大・確立に大きく影響を与え、当社の事業経営を大きく左右し

て行くものと思われます。

  このような状況のもと、当社の開発力、企画力及び信頼性を更に向上させ、版権の獲得拡大と当社独自のキ

ラーコンテンツの継続した開発を積極的に推進し、更なる収益力の強化を図り、磐石な経営基盤を構築してま

いります。

  当社の更なる飛躍を実現するためには、安定した収益を生む既存事業のビジネスモデルの確立に加え、収益

性の高い新規事業への積極的展開が必須の要素と考えています。当社がこれまでに蓄積してきたエンターテイ

メント業界でのネットワークやノウハウを活かし、幅広いユーザーから支持される魅力的なアニメビジネスや

店舗運営コンサルティングビジネス等の新規事業を積極的に推進し、継続的且つ安定的な高収益が得られる利

益重視のビジネスモデルを確立し、経営環境の激しい変化に対応できる企業風土の醸成に努め、安定した経営

基盤の構築を推進してまいります。　

（6）会社の対処すべき課題

① 営業キャッシュ・フローの改善

当社は、営業キャッシュ・フローを改善していくことが最重要課題と認識しております。

このため当社は、以下に掲げる対策に全社一丸となって積極的に取組みいたしているところです。

ア.　経営計画に基づいた営業戦略、経営戦略を建て、実行し、計画的に売上高並びに利益が確保できる

事業経営体制に注力してまいります。

イ.　売上債権の回収の促進、回収期間の短縮等を積極的に推進し、資金の適正運用を図ってまいります。

ウ.　事務の効率化と生産性の向上を図り、経費の効果的使用を推進してまいります。

エ.　キャッシュ・フロー最重視を図るため、「収益性・将来性が高く更に資金収支上もメリットのある

事業を当社事業ポートフォリオの中核に据える戦略を推進してまいります。

② マーチャンダイジング事業

版権ビジネスを主たる事業目的とする当事業は、当社の売上構成の大半を占め、アミューズメント機器全

般に対するコンテンツの版権のサブライセンサー及びライセンサーとして将来性を見込める事業部門であり、

今後につきましては、ライセンサーとしての地位の拡大・確保に努め、売上高の拡大はもとより利益率の向

上を図ると共に多岐に亘るキャラクターグッズの企画・製造・販売までの総合的な事業経営体制を構築し、

スケールメリットのある継続的な収益を見込めるビジネスモデルの確立を目指してまいります。

③ デジタル事業　

デジタル事業における当面の課題は、コンテンツ利用会員の確保・増員を容易為らしめ、継続的に利用回

数の増加及び大幅な売上増に繋がるキラーコンテンツの開発・販売を継続して進めていくことにあります。

今後は人材の育成及びエキスパートの補充などにより、これを積極的に推進してまいります。

　また、成長が豊かな市場でもあり、収益増大が見込めるモバイルeコマースサービスにつきましては、企画

内容の充実化を図り、客単価の増大による安定した事業経営の基盤構築に向けた事業展開を図ってまいりま

す。　

④ 新規事業 

新規事業として遊休施設の転用・運用等に係るコンサルティングビジネス等の新たな事業への参入を積極

的に推進し、業容の拡大及び安定化に努めてまいります。

　当社は、新規事業を推進するに際し、収益性並びに高い投資効果が得られる事業への展開を必要不可欠な

条件と考えており、基幹事業とすべく早急な事業展開を推進してまいります。

 （7）内部管理体制の整備・運用状況

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的

な考え方及びその整備状況」に記載しております。

 （8）親会社等に関する事項

 　　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
（1）当中間会計期間の概況

① 業績の概況

当中間会計期間のわが国経済は、長引く中東紛争、相次ぐテロ被害や隣国での核実験などが相俟って国際情

勢は不安定な中にあるものの、新内閣の発足などの後押しを受け、多くの企業で業績が順調に推移し、企業経

済は活性化を見せ、個人消費においても回復の基調がみられるなど、経済社会全体としては概ね順調に推移し

ました。

 このような経済情勢の中、当社は諸施策を積極的に実施してまいりましたが、当中間会計期間の業績は、売上

高580百万円（前年同期比44.4％減）と年度当初予想を上回る結果を得ることができましたが、利益確保には至

らず経常損失48百万円(前年同期27百万円の経常利益)、中間純損失43百万円(前年同期653百万円の中間純損

失)となりました。

② 事業部門別の概況

ア．マーチャンダイジング事業

マーチャンダイジング事業につきましては、アミューズメント施設に対する運営管理事業が好調に推移

し、売上高の増加及び利益の確保に寄与したものの、当中間期に売上を予定しておりましたパチンコ遊技

機・パチスロ遊技機のアミューズメント施設用メダルゲーム機器への転用事業が当期下期にずれ込んだこ

となどが起因し、当初予定した利益額の確保に至らないことを余儀なくされた結果となりました。

 以上の結果、当事業部全体としては売上高439百万円(前年同期比13.7%増)と年度当初予想を上回る結果を

得、営業利益は101百万円(前年同期比4.0%減)となりました。

イ．デジタル事業

大手通信キャリア向けの公式サイトやオリジナルコンテンツの配信サイトへのコンテンツの企画開発及

び新サービスの提供を事業目的とするデジタル事業における当中間会計期間の業績につきましては、サー

ビス提供件数の増加を図るため、動画コンテンツや着うたフル®などの新たなタイプのコンテンツの企画開

発を積極的に図り、サービスの提供の増大、収益性及びサービス品質の改善に努めるなど運営体制の再構

築を推進いたしました。その結果、競合の激化及び淘汰が進む非常に厳しい市場環境の中、同事業全体で

は僅かながら利益を確保するに至ることができましたが、対前年同期比では売上高、営業利益が共に大き

く下回る結果となりました。

 この結果、当事業部全体としては売上高141百万円(前年同期比25.2%減)並びに営業利益１百万円(前年同

期比78.8%減)となりました。

 なお、上記の金額には総務部門等管理部門にかかる配賦不能営業費用は含んでおりません。　

（2）通期の業績の見通し

マーチャンダイジング事業につきましては、収益性があり売上高が大きく見込めるパチンコ遊技機・パチス

ロ遊技機への版権の商品化事業を引き続き積極的に展開してまいります。また、キャラクター商品やプライズ

商品につきましては、アニメや映画等のあらゆるジャンルから版権獲得件数の増大を図り、その中からキラー

アイテムを育成すると共にキャラクター商品やプライズ商品の企画から製造・販売までのトータル的な商品開

発を積極的に推進し、売上高増及び利益幅の拡大・確保を図ってまいります。

　デジタル事業における携帯電話向け課金型コンテンツ配信事業つきましては、コンテンツの開発競争が激化

し、相当厳しい経営状況が強いられることが予想されますが、携帯電話機の番号継続契約制度のサービス開始

等の影響により明るい兆しが見受けられますが、通期において当社は更に当社独自のキラーコンテンツ開発を

積極的に行い、会員数の増加による収益構造の改善を推進してまいります。

　中期的には当社の事業収益拡大の主軸に成り得ると目されるアニメ事業への取組みを積極的に推進してまい

ります。

　以上により、通期の業績予想といたしましては、売上高3,100百万円、経常利益230百万円、当期純利益220百

万円を見込んでおります。

※　業績予想につきましては、現在当社が入手可能な情報を基に作成したものであり、リスクや不確実性を含

んでおります。従いまして、今後さまざまな要因によって予想数値とは異なる結果となる可能性があります。
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（3）財政の状態（当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況とその要因）

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の中間期末残高は、税引前中間純損失の

計上や貸付金の純増加等支出要因があったものの、株式の発行による収入などがあったことから前中間期間末に

比べ143百万円増加し、当中間会計期間末には222百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、121百万円（前年同期比69.7％減）となりました。

これは税引前中間純損失（△42百万円）の計上、事業再構築引当金の減少（△14百万円）、仕入債務の減少　

（△78百万円）等の要因によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、275百万円（前年同期比1.2％減）となりました。

　これは主に貸付金の純増加（△235百万円）等の要因によるものです。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、486百万円（前年同期は18百万円の使用）となりました。

これは主に、新株予約権（ストックオプション）の行使による株式の発行による収入（426百万円）等があった

ことによるものであります。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年９月期 平成18年３月期 平成18年９月期

自己資本比率（％） 53.1 72.3 77.2

時価ベースの自己資本比率（％） 264.7 438.9 282.6

債務償還年数 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － －

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　（注）債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フローが赤字のため記載しており

ません。

（4）事業等のリスク

当社の経営成積、株価及び財政状態等に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下の様なものがありま

す。なお、文中における将来に関する事項は、当中間会計期間末現在において当社が判断したものであります。

ア．継続企業の前提に関する重要な疑義が存在していることについて

　当社は、従来から継続企業の前提に関する重要な疑義が存在していることを鑑み、当該状況を解消するため、

前事業年度には店舗運営事業の全部の廃止並びにこれらに伴う人員の大幅削減を実施いたしました。これらの直

接的な固定費の削減が事業経営に及ぼす経済効果は、徐々にではありますがその効果が現れ始め、下期の経営成

績に反映できるものと確信いたしております。今後は、これらの経済効果に加え、営業キャッシュ・フローの改

善やキラーコンテンツの開発など経営の重要課題に積極的に取り組み、収益構造の健全化と運転資金の徹底した

管理体制を推進し、更なる財務体質の健全化を図ってまいります。

　しかしながら、これらの経営諸施策による効果が顕著に表れた場合であっても、営業予算において不測、不可

抗力な重大な事象が発生し、予算の修正を余儀なくされる大幅な狂いが生じた場合は、営業キャッシュ・フロー

および財務体質の改善に齟齬を来す事が想定されます。この場合、全社的に他の営業活動遂行に悪影響を及ぼし、

結果、当社の事業収益と企業としての将来的な成長を低下させると共に当社全体の財政状態や経営成績にも悪影

響を及ぼす可能性があります。

イ．モバイル関連事業について

（ア）特定移動体通信事業者への依存について

 当社と特定の移動体通信事業者との共存につきましては、当社の携帯電話向け課金型配信事業は、NTT 

DoCoMoが運営する「iモード」、KDDIが運営する「ez-web」、ソフトバンクが運営する「Ｙahoo携帯」を公式

サイトとして、複数のコンテンツを提供しているところですが、これらの移動体通信事業者との取引におい

て法的規制の強化、又はこれら移動体通信事業者の事業方針の変更、コンテンツ審査基準の変更等により、

コンテンツの配信が困難となることが懸念されます。この場合、当社の事業経営に大きく影響を与える可能

性があります。　

（イ）利用者の変動について

 また、当社が提供・運営しているモバイルコンテンツの利用者数についても、平成18年10月度に導入され

た携帯電話機の番号継続契約制度のサービス開始等や各移動体通信事業者による新たなコンテンツ配信サー
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ビス、携帯電話の機能変更などの他動的な要因により、サービス利用会員並びに利用者数が大幅に増減する

場合があり、これらの影響により利用者が大きく減少した場合についても当社並びに当社の事業経営に少な

からず影響を与える可能性があります。　

（ウ）コンテンツの瑕疵について

次にコンテンツの配信事業におけるコンテンツの瑕疵につきましては、当社が配信するコンテンツに動作

不良、バグなどが生じた場合、当社はその瑕疵に起因する損害賠償責任を負う可能性があります。これらの

損害の賠償責任を履行した場合、当社の継続的な事業経営に重大な影響を与える可能性があります。

ウ. 販売先の集中について

当社の商品、またはサービス等に関して、知的財産権を含む各種権利等の侵害を理由とする第三者からの異議、

当社は、マーチャンダイジング事業におけるパチンコ遊技機、パチスロ遊技機等への商品化エージェント業務及

びパチンコ遊技機等の液晶基盤の開発・販売を主たる事業目的の一つとしております。

この販売先として大手遊技機メーカーである株式会社三共と取引を行っており、当中間期における同社への販売

額は当社全売上金額の41.7%を占めております。

　従いまして、今後同社の経営方針や仕入・販売政策に変更があった場合には、販売先の変更はもとより液晶基

盤等の開発にも大きく支障を来たす事となり、結果、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

エ. 知的所有権について

当社の商品、またはサービス等に関して、知的財産権を含む各種権利等の侵害を理由とする第三者からの異議、

訴訟等の提起がなされ、当社の帰責性が明確になった場合、それら第三者に対して損害賠償責任が生じる可能性

があります。これらの損害の賠償責任を履行した場合、当社の継続的な事業経営に重大な影響を与える可能性が

あります。　

オ. 個人情報保護の管理について

当社は、多数のお客様の個人情報を保有しております。これらの情報の管理に関しては、情報管理に関するポ

リシーや、責任者を設置しその管理を徹底するほか、適正な事務手続等の策定をしており、一般従業員を含む役

職員等に対する教育、研修を実施し、個人情報の重要性、取扱う際の心構え等細心の注意をするよう指導をして

おります。しかしながら、これらの対策にもかかわらず、個人情報が外部に流出、漏洩した場合には、当社並び

に当社の事業経営に少なからず影響を与える可能性があります。

カ. 組織人員体制について

当社は、少数精鋭による組織体制を敷いており事務の効率化を図っております。このため社内業務を従業員

個々に分業・専従化制を執っており専門職として職務に従事しております。これらの状況下において特に営業部

門の従業員に不測の事態が生じ、取引先との業務に著しく支障を来たし商品の受発注に齟齬が発生し、遅延損害

金の請求や契約破棄へと発展することも想定され、当社並びに当社の事業経営に少なからず影響を与える可能性

があります。

キ. その他法的規制について

当社は、事業活動を行ううえで会社法、金融商品取引法等会社経営に係る法令諸規則等の適用を受けておりま

す。当社は、これら法令、諸規制等を遵守されるよう、全社的なコンプライアンスの徹底指導を実施しておりま

すが、これら法令、諸規制の遵守がなされなかった場合、当社の活動が制限され、当社並びに当社の事業経営に

少なからず影響を与える可能性があります。
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４．中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  78,673   222,377   132,906   

２．受取手形  4,457   －   6,299   

３．売掛金  307,133   388,562   385,932   

４．たな卸資産  5,697   －   －   

５．短期貸付金  2,111,600   2,453,300   2,219,800   

６．未収入金  198,850   －   42,152   

７．その他 ※３ 30,906   97,477   35,257   

貸倒引当金  △1,402,558   △1,423,527   △1,422,153   

流動資産合計   1,334,760 74.1  1,738,190 74.0  1,400,195 70.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  28,936   24,504   26,720   

(2）その他  5,568   5,403   4,574   

有形固定資産合計   34,505 1.9  29,908 1.3  31,295 1.6

２．無形固定資産   52,554 2.9  － －  － －

(1）コンテンツ版権
仮勘定

 －   211,326   194,747   

(2）その他  －   5,774   7,716   

無形固定資産合計   － －  217,100 9.2  202,463 10.2

３．投資その他の資産           

(1）破産債権更生債
権等

 77,264   82,544   77,264   

(2）敷金差入保証金  315,565   325,022   283,172   

(3）その他  94,035   65,240   91,442   

貸倒引当金  △106,632   △108,026   △106,193   

投資その他の資産
合計

  380,232 21.1  364,780 15.5  345,685 17.5

固定資産合計   467,291 25.9  611,790 26.0  579,444 29.3

資産合計   1,802,052 100.0  2,349,980 100.0  1,979,640 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  228,405   291,277   372,035   

２．短期借入金  8,482   60,000   －   

３．未払金  105,251   －   20,604   

４．賞与引当金  4,349   5,307   4,573   

５．事業再構築引当金  43,000   12,642   27,000   

６．債務保証損失引当
金

 21,239   18,401   17,743   

７．その他 ※３ 73,162   51,374   39,941   

流動負債合計   483,890 26.9  439,004 18.7  481,898 24.3

Ⅱ　固定負債           

１．転換社債型新株予
約権付社債

 304,000   9,500   9,500   

２．退職給付引当金  5,306   7,584   6,293   

３．預り保証金  50,000   58,226   50,000   

　 ４．その他  1,154   1,251   1,251   

固定負債合計   360,460 20.0  76,563 3.2  67,045 3.4

負債合計   844,350 46.9  515,567 21.9  548,943 27.7

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,545,616 141.2  － －  2,692,866 136.0

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  1,595,997   －   1,743,247   

資本剰余金合計   1,595,997 88.5  － －  1,743,247 88.1

Ⅲ　利益剰余金           

１．任意積立金  1,214   －   1,214   

２．中間（当期）未処
理損失

 3,117,496   －   2,938,325   

利益剰余金合計   △3,116,282 △172.9  － －  △2,937,110 △148.4

Ⅳ　自己株式   △67,630 △3.7  － －  △68,306 △3.4

資本合計   957,701 53.1  － －  1,430,696 72.3

負債資本合計   1,802,052 100.0  － －  1,979,640 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

           

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１.　資本金  － － 2,906,166 123.7 － －

２.　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 1,956,547 －

資本剰余金合計  － － 1,956,547 83.2 － －

３.　利益剰余金  

(1）その他利益剰余
金

    

特別償却準備金  － 652 －

繰越利益剰余金  － △2,980,795 －

利益剰余金合計  － － △2,980,143 △126.8 － －

４.　自己株式  － － △68,701 △2.9 － －

株主資本合計  － － 1,813,870 77.2 － －

Ⅱ　新株予約権  － － 20,542 0.9 － －

純資産合計  － － 1,834,412 78.1 － －

負債純資産合計  － － 2,349,980 100.0 － －
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,044,069 100.0  580,458 100.0  3,990,579 100.0

Ⅱ　売上原価   754,065 72.2  411,970 71.0  3,293,801 82.5

売上総利益   290,003 27.8  168,487 29.0  696,777 17.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  273,394 26.2  224,475 38.7  492,260 12.4

営業利益又は営業
損失（△）

  16,609 1.6  △55,988 △9.7  204,517 5.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  11,640 1.1  14,451 2.5  26,213 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  488 0.0  7,195 1.2  4,758 0.1

経常利益又は経常
損失（△）

  27,760 2.7  △48,732 △8.4  225,971 5.7

Ⅵ　特別利益 ※３  893,916 85.6  7,213 1.2  892,159 22.4

Ⅶ　特別損失 ※４  1,574,117 150.8  801 0.1  1,590,795 39.9

税引前中間（当
期）純損失

  652,441 △62.5  42,320 △7.3  472,664 △11.8

法人税、住民税及
び事業税

  1,281 0.1  712 0.1  1,886 0.1

中間（当期）純損
失

  653,722 △62.6  43,032 △7.4  474,550 △11.9

前期繰越損失   2,463,774   －   2,463,774  

中間（当期）未処
理損失

  3,117,496   －   2,938,325  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　　　　 （千円）
2,692,866 1,743,247 1,743,247 1,214 △2,938,325 △2,937,110 △68,306 1,430,696

中間会計期間中の変動額

新株の発行　　　 213,300 213,300 213,300     426,600

特別償却準備金の取崩 　    △562 562 －  －

中間純損失　　     △43,032 △43,032  △43,032

自己株式の取得 　       △394 △394

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
        

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　 （千円）
213,300 213,300 213,300 △562 △42,469 △43,032 △394 383,173

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　　 （千円）
2,906,166 1,956,547 1,956,547 652 △2,980,795 △2,980,143 △68,701 1,813,870

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日　残高

　　　　　　　　　 （千円）
 1,430,696

中間会計期間中の変動額

新株の発行　　　  426,600

特別償却準備金の取崩　  －

中間純損失　　　  △43,032

自己株式の取得 　  △394

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
20,542 20,542

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　 （千円）
20,542 403,715

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　　 （千円）
20,542 1,834,412
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前中間（当期）
純損失

 △652,441 △42,320 △472,664

減価償却費  9,808 5,263 14,953

貸倒引当金の増加額  1,381,794 3,207 1,400,951

関係会社事業損失引
当金の減少額

 △1,302,175 － △1,302,175

事業再構築引当金の
減少額

 △96,081 △14,357 △111,492

債務保証損失引当金
の増加額

 21,239 657 17,743

事業再構築費用  150,622 － 150,225

売上債権の増減額  △91,584 3,670 △172,169

たな卸資産の減少額  86,082 － 91,780

未収入金の減少額  237,251 7,628 356,065

営業保証金の増加額  △137,397 － △103,257

仕入債務の増減額  37,441 △78,898 186,771

預り保証金の増加額  48,900 7,726 26,600

その他  △74,657 △11,882 △172,494

小計  △381,195 △119,304 △89,161

利息及び配当金の受
取額

 158 － 158

利息の支払額  △193 △127 △1,583

法人税等の支払額  △19,326 △2,059 △22,098

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △400,556 △121,492 △112,684

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の払戻しに
よる収入

 50,000 － 50,000

無形固定資産の取得
による支出

 △43,024 － △194,869

貸付による支出  △298,530 △235,000 △408,630

貸付金の回収による
収入

 19,115 3,687 21,938

敷金差入保証金の差
入による支出 

 － △41,850 －

敷金差入保証金の返
還による収入

 26,147 － 65,622
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

出資金の支出  △32,226 － △32,856

　その他  82 △2,079 △28

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △278,435 △275,242 △498,822

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増減額  △15,000 60,000 △15,000

株式の発行による収
入

 － 426,600 －

その他  △3,573 △394 △16,825

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △18,573 486,205 △31,825

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額

 △697,565 89,471 △643,332

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 776,238 132,906 776,238

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 78,673 222,377 132,906
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当社の営業キャッシュ・フローは、連続し

てマイナスの状態が継続しております。前中

間会計期間においては86,764千円、当中間会

計期間も400,556千円、営業キャッシュ・フ

ローのマイナスを計上いたしました。当該状

況により、継続企業の前提に関する重要な疑

義が存在しております。

当社は、営業キャッシュ・フローのマイナ

スが恒常的に続いている経営体質からの脱却

に向け、前事業年度から当中間会計期間にか

けて、不採算部門の事業再編及び本社管理部

門のリストラクチャリング等の抜本的な対策

を実施し、店舗運営事業を中心とする経営か

ら、経営効率が良く、高収益が見込まれるマー

チャンダイジング事業及びデジタルコンテン

ツ事業を機軸とした総合エンターテインメン

ト事業への業態転換を図りました。これは、

営業キャッシュ・フローのマイナスの主たる

要因でありました店舗運営事業部門（家庭用

ゲームソフト・ゲーム機器の販売）から撤退

することによって、資金収支の大幅な改善を

目指したものです。

なお、店舗運営事業部門からの撤退は、当

中間会計期間末をもって完了いたしておりま

すが、その本格的な経済効果は当下半期以降

に表れる見込みであります。 

当社の営業キャッシュ・フローの黒字化に

向けた取組みとして、事業再編及び経費節減

に加え新規事業への参入を推進しております。

具体的には、集客力及び高い収益性が期待で

きる事業として、大型店舗を全国的に展開し

ている総合ディスカウントストアとの提携事

業や、市場規模が大きく今後更なる拡大が見

込まれるアニメビジネスへの本格参入を積極

的に展開しております。これらの新規事業へ

の参入が実現した場合には、収益性の向上及

びキャッシュ・フローの両面から当社の財務

基盤の改善に大きく貢献することが見込まれ

ております。 

当社は誠に遺憾ながら営業キャッシュ・フ

ローの黒字化までには至っておりませんが、

当中間会計期間において27,760千円の経常利

益を計上し、財務内容も改善しております。 

従いまして、中間財務諸表は継続企業を前

提として作られており、このような重要な疑

義の影響を反映しておりません。 

当社は、これまで連続して営業キャッ

シュ・フローがマイナスの状態が継続して

おり、当中間会計期間においても121,492千

円のマイナス営業キャッシュ・フローとなっ

ております。当該状況により、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。

当社は、恒常的な営業キャッシュ・フロー

赤字体質から脱却するため、これらの主因で

あった店舗運営事業の廃止、組織人員の再編

等の事業構造の転換を前事業年度に実施し、

当中間会計期間においては運転資金の管理徹

底や販売費及び一般管理費の抑制等の諸施策

を徹底して推進すると共に、営業活動におい

てはキャラクター版権商品化事業及び携帯コ

ンテンツ事業等の既存事業の拡充に加え、大

手ディスカウントストアとの共同事業等の新

規事業にも積極的に取組みするなどにより、

財務基盤も徐々にではありますが改善の兆し

を見せております。

しかしながら、当中間会計期間においては,

これまでの経営諸施策並びに事業計画が齎し

た経済効果は、当初期待したほどの結果を得

ることができず、更に経営施策の一部が上期

から下期へとずれ込んだことなどもあり42,320

千円の税引前中間純損失を計上するに至り、

この結果、営業キャッシュ・フローについて

もマイナス計上の止む無きに到りました。

現在、当社の本来事業でありますパチンコ・

パチスロ向け版権商品化を柱とするキャラク

ター商品化事業、デジタルコンテンツを中心

とした既存事業の拡充にアニメ製作委員会へ

の参画、作品の商品化権許諾ビジネスなどの

新規事業への参入がほぼ当初の計画通り進ん

でおり、今後につきましては、当社の事業基

盤・収益力は改善されるものと確信しており、

営業キャッシュ・フローの改善に向け大きく

前進して行くものと考えております。

こうした諸施策の実施により、当社の事業

基盤は順調に拡大し収益力も着実に強化され

る見通しであり、キャッシュ・フローの面で

も、黒字化に向けての中長期的な方向性が明

確になってきております。

従いまして、中間財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重要な疑

義の影響を反映しておりません。

当社は、過去６会計期間連続して営業キャッ

シュ・フローがマイナスの状態が継続し、当

会計期間においても112,684千円のマイナス営

業キャッシュ・フローとなっております。当

該状況により、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。

このため当社は、企業としての社会的責任

を全うしていくうえでも営業キャッシュ・フ

ローの黒字化が企業体力強化に必須の課題と

認識しており、実現のための経営諸施策を鋭

意実施してまいる所存です。

当社は、営業キャッシュ・フロー赤字体質

からの脱却に向けた中長期的な取組みとして、

既存事業の拡大・発展と新規事業の確立を中

心として積極的に展開し事業基盤の安定強化

を図ってまいります。また、これら事業推進

の円滑化と迅速化を担う運転資金管理の徹底、

販売費及び一般管理費削減等の諸施策につい

ても積極的に推進してまいります。

当会計期間においては、パチンコ、パチス

ロへの版権商品化及び液晶基盤の開発等の遊

技機関連事業及びキャラクター商品化事業を

柱として積極的に事業を展開し、売上高増に

大きく貢献しました。一方、慢性的なキャッ

シュ・フロー赤字の主因であった店舗運営事

業につきましては、平成17年9月30日をもちま

して当事業の全部を廃止し、これに伴う本社

部門の合理化等を併せて実施しました。その

結果、営業収益を確保するに至るなど、財務

体質改善に大きく前進が見られましたものの、

直営の店舗廃止に伴う特別損失が大きく、営

業キャッシュ・フローはマイナス計上の止む

無きに至りました。

しかしながら、当期全体の事業経営につい

ては、前期まで継続的に計上しておりました

営業損失並びに経常損失から営業利益

（204,517千円）及び経常利益（225,971千

円）を確保できる事業経営へと変わりました。

業績は着実に改善しており、この経営状況は

来期以降も継続する見通しであり、今後の営

業キャッシュ・フロー黒字化定着に直結する

ものと考えております。

当社独自のノウハウを蓄積したキャラクター

商品化事業、デジタルコンテンツ事業の既存

事業に加え、来期以降、市場の更なる拡大が

見込まれるアニメビジネス並びに業務・資本

提携契約に基づいた大手総合ディスカウント

ストアとの共同事業が本格稼動する見通しで

あります。既存事業からの安定的な利益獲得

に加え、収益性・成長性が期待できる新規事

業が順調に推移することにより、当社の財務

基盤は大きく改善することが見込まれており

ます。

　従いまして、財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重要な疑義

の影響を反映しておりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

    たな卸資産

商品　　移動平均法による低価

法

 

       ─────

 

 

       ─────

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

同左

建物 ６～15年

工具、器具及び備品 ５～10年

建物 ６～15年

工具、器具及び備品 ６～８年

 

(2）無形固定資産

　　ソフトウェア

　自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期

間（5年）による定額法を採用

しております。

(2）無形固定資産

     ソフトウェア

 同左

(2)無形固定資産

    ソフトウェア 

同左 

    コンテンツ版権

  法人税法に定める特別な償却

方法と同様の償却方法により２

年で償却しております。 

    コンテンツ版権

同左 

    コンテンツ版権

同左 

 ３．引当金の計上基準  (1)貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

 (1)貸倒引当金

同左

 (1)貸倒引当金

同左 

 (2)賞与引当金

  従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当中

間会計期間に負担すべき金額を計

上しております。

 (2)賞与引当金

同左 

 (2)賞与引当金

  従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当期

に負担すべき金額を計上しており

ます。

 (3)退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額（自己都合退職による

期末要支給額）に基づき、当中間

会計期間末において発生している

と認められる額を計上しておりま

す。

 (3)退職給付引当金

同左 

 (3)退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務（自

己都合退職による期末要支給額）

を計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4)事業再構築引当金

当社において、事業再構築に

伴う損失に備えるため、店舗運

営事業の廃止によって発生する

費用のうち、合理的に見積もる

事のできる費用を計上しており

ます。

(4)事業再構築引当金

同左

(4)事業再構築引当金

同左

(5)債務保証損失引当金

債務保証に係る損失に備える

ため、債務保証先の財政状態を

勘案し、損失負担見込額を計上

しております。 

(5)債務保証損失引当金

同左

(5)債務保証損失引当金

同左

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

同左 同左

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロー

計算書）における資金の範

囲

 手許現金、随時引出可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左 同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

同左

　消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成

14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

6号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。

これによる損益に与える影響はありません。

──────  （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会　平成14年

8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号　

平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第5号　平成17年12月9日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第8号　平成17年12

月9日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

1,813,870千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

──────

──────  （ストック・オプション等に関する会計基

準）

　当中間会計期間より、「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準」（企業会計基準第8号　

平成17年12月27日）及び「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第11号平成18年5月31日）を適用し

ております。

　これにより営業損失、経常損失及び税引前中

間純損失は、それぞれ4,493千円増加しておりま

す。 

──────
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表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

　前中間期まで、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました

「未収入金」は、資産の総額の100分の５を超えたため、当中間期末

より区分表記しております。なお、前中間期の「未収入金」の金額は

441千円であります。

　前中間期まで、区分掲記していた「未収入金」は、資産の総額の100

分の５以下となったので、当中間期末より流動資産の「その他」に含

めて表示しております。

 なお、当中間期の「未収入金」の金額は34,524千円であります。

　前中間期まで、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました

「未払金」は、負債及び資本の総額の100分の５を超えたため、当中

間期末より区分表記しております。

 　なお、前中間期の「未払金」の金額は110,100千円であります。

　前中間期まで、「無形固定資産」に含めて表示しておりました「コ

ンテンツ版権仮勘定」は、資産の総額の100分の５を超えたため、当

中間期末より区分掲記しております。

　なお、前中間期の「コンテンツ版権仮勘定」の金額は43,024千円で

あります。

　前中間期まで、区分掲記していた「未払金」は負債及び純資産の合

計額の100分の５以下となったので、当中間期末より流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

　なお、当中間期の「未払金」の金額は5,532千円であります。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

36,627千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

41,206千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

39,837千円

　２　受取手形裏書譲渡高

4.709千円

　２　          ―――――

 

　２　          ―――――

 

※３　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動資産の「その他」に含めて表示

しております。

※３　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

※３　          ―――――

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 9,302千円 受取利息 14,039千円 受取利息 20,362千円

債権債務精算益 3,256千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 236千円 支払利息 356千円

新株発行費 2,847千円

貸倒引当金繰入額 1,682千円

支払利息 1,623千円

新株発行費 1,202千円

貸倒引当金繰入額 1,588千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

関係会社事業損失引

当金戻入益
892,159千円

事業再構築引当金繰

戻益
7,213千円

関係会社事業損失引

当金戻入益
892,159千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

事業再構築費用 150,622千円

特別退職金 14,424千円

貸倒引当金繰入額 1,383,224千円

債務保証損失引当金繰入

額
25,846千円

固定資産除却損 143千円

債務保証損失引当金繰入

額
657千円

貸倒引当金繰入額 1,399,224千円

事業再構築費用 150,225千円

特別退職金 14,424千円

債務保証損失引当金

繰入額

26,920千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 4,897千円

無形固定資産 5,475千円

有形固定資産 3,322千円

無形固定資産 1,941千円

有形固定資産 8,107千円

無形固定資産 7,410千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　 1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式　　（注）1 35,576,857 2,700,000 － 38,276,857

合計 35,576,857 2,700,000 － 38,276,857

自己株式

普通株式　　（注）２ 114,541 1,614 － 116,155

合計 114,541 1,614 － 116,155

　（注）１.　普通株式の発行済株式総数の増加2,700,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による

 　　　　　　2,700,000株であります。 　

 　　 　２.　普通株式の自己株式の株式数の増加1,614株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

 提出会社 ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 20,542

合計 － － － － － 20,542

　（注）上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 　　

 

 　３．配当に関する事項

 　　　該当事項はありません。

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成17年９月30日現在）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成18年９月30日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金期末残高 78,673千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金
─  千円

現金及び現金同等物の中

間期末残高
78,673千円

現金及び預金期末残高 222,377千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金
─  千円

現金及び現金同等物の中

間期末残高
222,377千円

現金及び預金期末残高 132,906千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金
─  千円

現金及び現金同等物の期

末残高
132,906千円
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 

工具、

器具及

び備品

ソフト

ウェア
合計

取得価額相

当額

113,836

千円

25,580

千円

139,416

千円

減価償却累

計額相当額

88,941

千円

18,332

千円

107,274

千円

中間期末残

高相当額

24,894

千円

7,247

千円

32,142

千円

 

工具、

器具及

び備品

合計

取得価額相

当額

26,352

千円

26,352

千円

減価償却累

計額相当額

19,269

千円

19,269

千円

中間期末残

高相当額

7,083

千円

7,083

千円

 

工具、

器具及

び備品

合計

取得価額相

当額

28,273

千円

28,273

千円

減価償却累

計額相当額

18,555

千円

18,555

千円

期末残高相

当額

9,718

千円

9,718

千円

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 18,620千円

１年超 15,293千円

合計 33,914千円

１年以内 5,259千円

１年超 2,086千円

合計 7,386千円

１年以内 5,314千円

１年超 4,763千円

合計 10,078千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 14,866千円

減価償却費相当額 13,941千円

支払利息相当額 555千円

支払リース料 2,802千円

減価償却費相当額 2,635千円

支払利息相当額 110千円

支払リース料 6,105千円

減価償却費相当額 5,750千円

支払利息相当額 326千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額の差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっておりま

す。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

（前中間会計期間）（平成17年９月30日現在）

該当事項はありません。

（当中間会計期間）（平成18年９月30日現在）

該当事項はありません。

         (前事業年度)(平成17年３月31日現在)

該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く利

用していないため、該当事項はあり

ません。

 　同左  　同左

④　ストック・オプション等

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　 当中間会計期間における費用計上額及び科目名

     販売費及び一般管理費　　　4,493千円

 

⑤　持分法損益等

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社は関連会社がないため、該当

事項はありません。

 　同左  　同左

（１株当たり情報）

項　　　　目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 28円71銭 47円53銭 40円34銭

１株当たり中間(当期)純損

失
19円59銭 1円16銭 14円04銭

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益

なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額に

ついては、潜在株式は存在

するものの1株当たり中間純

損失が計上されているため、

記載しておりません。

同左 　なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在

するものの１株当たり当期

純損失が計上されているた

め、記載しておりません。
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　（注）　１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純損失（千円） 653,722 43,032 474,550

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円）
653,722 43,032 474,550

期中平均株式数（千株） 33,364 36,980 33,794

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

転換社債型新株予約権付

社債の残高

304,000千円

新株予約権の残高

3,040個

 

 

 

転換社債型新株予約権付

社債の残高

9,500千円

新株予約権の残高

95個

 

 新株予約権2種類

 新株予約権の個数900個

転換社債型新株予約権付

社債の残高

9,500千円

新株予約権の残高

95個

 

 

 

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　―――――

　

　―――――

　

新株予約権（ストックオプション）

の権利行使

当事業年度終了後、平成18年6月20

日に新株予約権（ストックオプショ

ン：平成16年11月25日臨時株主総会決

議　平成17年10月24日発行）の一部権

利行使（2,700個）を受けました。当

該新株予約権の権利行使の概要は次の

とおりです。

増加した株式数　　　2,700,000株

増加した資本金　　　213,300千円

増加した資本準備金　213,300千円

これにより平成18年6月29日現在の

発行済株式数は38,276,857株、資本金

は、2,906,166千円、資本準備金は

1,956,547千円となりました。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）商品仕入実績

　当中間会計期間の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりとなります。

事業部門別
当中間会計期間

自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前年同期比（％）

デジタル事業（千円） 122,786 △22.3

マーチャンダイジング事業（千円） 289,184 30.4

合計（千円） 411,970 △46.0

　（注）１．金額は仕入価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）販売実績

　当中間会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりとなります。

事業部門別
当中間会計期間

自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前年同期比（％）

デジタル事業（千円） 141,304 △25.1

マーチャンダイジング事業（千円） 439,153 13.7

合計（千円） 580,458 △44.4

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　 　 ２．前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は次のとおりとなります。　

相手先

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 株式会社　三　　共 31,483 3.0 241,910 41.7

 株式会社アップフロントワークス 95,510 9.1 88,698 15.3

　　　　３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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